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business network.jp とは？

business network.jpは、「通信ネットワーク」にフォーカス

したビジネスパーソンのためのWebメディアです。

デジタル変革が加速するなか、IoTや5Gをはじめとする「つ

なぐ技術」の重要性は、あらゆる産業でますます高まっていま

す。ICTインフラはもちろんのこと、ビジネスやサービス、働き

方、そして日本にイノベーションを起こすために役立つ「最新

ネットワーク動向」をお届けしています。

ビジネスパーソン向けの「通信ネットワーク」専門サイトです。

URL https://businessnetwork.jp

月間PV（ページビュー） 374,263PV （2019年7月実績）

月間UU（ユニークユーザー）

メイン読者

151,810UU （2019年7月実績）

ユーザー企業のICT担当、

通信事業者、SIer/NIerなど

会員数 4万2515名 （2019年7月末現在）

1



会員プロフィール①

51.8% 48.2%

◆読者の約半数がICT製品の導入に関与

経営・CIO 15.7％

情報システム・ネットワーク担当 24.3%

企画・開発・技術 26.0%

営業・マーケティング 17.4%

製造・購買・財務・総務 4.1%

その他 12.5%

■「ICT導入について決裁・検討・情報収集する立場」と
回答した方の職種

◆経営者・部長クラスが4分の1以上

経営者・役員クラス 8.4％

部長・次長クラス 17.2％

課長クラス 19.9％

係長・主任クラス 18.4％

一般社員 29.3％

その他 6.8％

◆中小企業から大企業までが幅広く閲覧

50名以下 16.5％

51～100名 5.5％

101～500名 16.1％

501～1000名 10.0％1001～5000名 20.4％

5001～10000名

9.3％

54.2％
45.8％

ICT関連製品・サービスを
販売・企画開発・製造する立場

勤務先もしくは関連会社への
ICT関連製品・サービスの導入について、
決裁・検討・情報収集する立場

10001名以上

22.3％
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読者プロフィール②

◆幅広い業種にわたる読者層

6.4%

0.2%

0.1%

1.1%

4.6%

0.7%

1.3%

1.2%

4.0%

1.5%

2.4%

3.0%

12.5%

14.2%

17.3%

16.1%

14.5%

7.4%

20.4%

その他

観光・ホテル

農林水産

官公庁・協会

その他サービス業

医療・介護

学校・教育

電気・ガス・水道

メディア・広告

金融

建設・不動産

流通・小売

製造

NIer

SIer

ソフトウェア

ICT関連メーカー

Webサービス・データセンター事業者

通信事業者・ISP

※複数回答

Ｉ
Ｔ
系

非
Ｉ
Ｔ
系
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business network.jp

メール配信

約9万通（毎週配信）×3カ月

貴

社

サ
イ
ト
等

ご提供料金：58万円 （制作費込み・税別）

＜広告メニュー 1-1＞ タイアップ記事広告

約15万UU

弊誌の専門記者・ライターが貴社の取材・執筆を担当。記事体広告で貴社ソリューションの特徴や魅力を効果的に訴求できます。

business network.jpからの誘導枠は
プレミアムテキスト（3カ月間・常時表

示）になります。オプションで他のバ
ナー広告もリーズナブルに追加でご
利用可能です。

◆誘導枠について

誘導方法 貴社タイアップ記事広告ページ

◆掲載期間について

特にご要望がないかぎり、誘導枠
の終了後もbusiness network.jp上

にアーカイブされ続けますので、検
索エンジン経由での閲覧を長期に
わたり期待できます。

プレミアムテキスト

最近のタイアップ記事広告掲載企業例

NEC、インテル、エクストリームネットワークス、NTTコミュニケーションズ、ソニービズ
ネットワークス、NTTコムウェア、日本シエナコミュニケーションズ、京セラコミュニケー
ションシステム、ジュニパーネットワークス、シンガポールテレコム・ジャパン、ZETAアラ
イアンス、パロアルトネットワークス、ヤマハ、NTTテクノクロス、日立ソリューションズ、
クラウディアン、エイチ・シー・ネットワークス、サクサ、ハイテクインター、マクニカネット
ワークス ほか
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business network.jp

メール配信

約9万通（毎週配信）×3カ月

貴

社

サ
イ
ト
等

ご提供料金：78万円 （制作費込み・税別）

＜広告メニュー 1-2＞ タイアップ記事広告 （リード獲得型）

約15万UU

記事体広告により、貴社ソリューションの訴求だけにとどまらず、見込み顧客の情報も獲得できます。

誘導方法 貴社タイアップ記事広告ページ

タイアップ記事の
2ページ目に
遷移した読者の
リード情報を
ご提供します

リード獲得期間： 3カ月間
想定リード数： 100件以上

● 3カ月間に獲得した全リードをご提供
いたします

●上記の「想定リード数」はリード件数を
保証するものではありません。

●ご提供するリード情報は、氏名、会社名、
部署、役職、メールアドレス、電話番号、
住所、職種、業種などです。

●件数保証や属性指定も可能ですので、
別途ご相談ください。

アンケートなど
に回答し、

2ページ目へ
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business network.jp

メール配信

月刊テレコミュニケーション

約9万通（毎週配信）×3カ月

貴

社

サ
イ
ト
等

ご提供料金：98万円 （制作費込み・税別） ※1Pプランもご提供可能です（ご提供料金：70万円）

＜広告メニュー 1-3＞ タイアップ記事広告 （雑誌連動型）

発行部数1万800部

約15万UU

Webと雑誌の両方にタイアップ記事を同時掲載するお得なメニューです。より広く、より効果的にPRが行えます。

20万円のオプション料金でリード獲

得も行えます。リードの獲得方法とし
ては、ホワイトペーパーダウンロード
も選択いただけます。

◆リード獲得オプションについて

誘導方法 Webサイト

雑誌 ◆掲載期間について

Webサイトについては誘導期間3カ
月、雑誌については1回分の掲載
料金となっております。

制作した記事体広告は、抜き刷りと
して配布可能です。抜き刷り印刷の
費用は1500部の場合で20万円。印

刷を御社で実施する場合は、高解
像度のPDFを無償でご提供いたしま
す。

◆抜き刷りオプションについて
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ご提供料金：48万円 （リード収集期間 3カ月）
（税別・ホワイトペーパーは貴社からご支給）

＜広告メニュー 2＞ ホワイトペーパーダウンロード

誘導方法

◆リード収集期間について

掲載開始から3カ月間に獲得した

リード情報をご提供いたします。
リード収集期間の延長については、
延長1カ月につき10万円（税別）に

て承ります。また、ホワイトペー
パーは、特にご要望がないかぎり、
リード獲得期間の終了後も掲載さ
れ続けます。

貴社が制作されたホワイトペーパーや事例レポート、製品カタログ、技術文書などのPDFコンテンツをbusiness network.jpに掲載。
コンテンツをダウンロードした会員読者の情報をご提供するメニューです。効率的にリード情報を取得できます。

◆ご提供するリード情報

会社名／部署名／役職／氏名／住所／電話番号／メールアドレス／職種／業種／従業員数／アンケート情報 など

※リード情報は、貴社のコンテンツをダウンロードした会員読者の許可を得たうえでご提供します。

ホワイトペーパーコーナー

◆件数保証・属性指定について
件数保証や属性指定のご要望も
承っております。ぜひご相談くださ
い。

business network.jp

メール配信

約9万通（毎週配信）×3カ月

約15万UU
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business network.jp

メール配信

貴

社

サ
イ
ト
等

レクタングルバナー（300×250ピクセル）

＜広告メニュー 3＞ バナー広告

レクタングル
バナー

スーパーバナー

スーパーバナー（728×90ピクセル）

10万imp保証 20万円

20万imp保証 36万円

10万imp保証 18万円

20万imp保証 33万円
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＜広告メニュー 3＞ １社単独メール配信サービス

配信先 配信数 料金

①WEB会員
約30,000通 20万円

未クリックユーザーへの再送 10万円

②イベント登録者
約70,000通 50万円

未クリックユーザーへの再送 25万円

③上記併用
約100,000通 70万円

未クリックユーザーへの再送 35万円
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リックテレコムが所有するデータベースを活用した、メールマガジン配信を承ります。
WEBサイト「business network.jp (https:// businessnetwork.jp)」の『WEB会員』はもちろん、弊社主催の展示会・
セミナーにご登録いただいた『イベント登録者』に向けてメール配信を行います。
展示会・セミナーの集客、新製品、キャンペーンのご案内などの告知・誘導に最適です！

◆メール原稿 入稿規定
件名：全角50 文字以内
本文：全角38 文字（半角 76 文字）以内× 100 行以内
入稿締切日：配信日の3 営業日前まで
◆配信可能日時
原則１日当たり３件まで配信可能です。
配信枠についてはお問合せ下さい。

◆配信レポート
配信日の８日後に配信件数・各URLのクリック数（クリック率）
をまとめてご報告。
◆「未クリックユーザーへの再送」について
配信後、一定期間（配信日より7 日間）内でクリックしていない
ユーザーに対して、件名のみ変更（本文はそのまま）したメールを
再送することも可能です。


